
岡山市洪水・土砂災害ハザードマップ更新業務委託 
仕様書 

（総則） 
１ 適用範囲 
本仕様書は、岡山市（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）に委託する「岡
山市洪水・土砂災害ハザードマップ更新業務委託」（以下「本業務」という。）に適用するも
のとする。 

２ 業務の目的 
本業務は、国や県にて実施された新たな河川氾濫解析結果（計画規模降雨、想定最大規模
降雨）に基づき、現行の「岡山市洪水・土砂災害ハザードマップ」（以下「岡山市ハザード
マップ」という。）について、市内を流れる一級・二級河川が氾濫した場合の被害予測、浸
水範囲及び避難方法等に係る情報を住民に提供し、被害を最小限にとどめることを目的と
して、岡山市ハザードマップの全面更新を行うことを目的とする。 
岡山市ハザードマップの作成にあたっては、学識経験者等の助言を踏まえた各種検討を
行い、市民の防災・減災へ役立てるものとする。
なお、更新にあたっては、国土交通省が公開する「家屋倒壊等氾濫想定区域」についての
情報も含め、住民の避難行動がより円滑かつ適切に行えるよう、住民にとってわかりやすい
岡山市ハザードマップを作成するものとする。 

３ 準拠する法令等 
本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか下記の関係法令等に準拠して、実施する
ものとする。 
（１）災害対策基本法 
（２）水防法 
（３）河川法 
（４）土砂災害防止法 
（５）災害救助法 
（６）都市計画法 
（７）防災基本計画 
（８）岡山県地域防災計画 
（９）岡山市地域防災計画 
（10）岡山市水防計画 
（11）岡山市各種ハザードマップ 
（12）岡山市契約規則 



（13）岡山市個人情報保護条例 
（14）水害ハザードマップ作成の手引き（国土交通省平成 28年 4 月） 
（15）避難勧告等に関するガイドライン（内閣府平成29年 1 月） 
（16）避難所運営ガイドライン（内閣府平成 28年 4月） 
（17）避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（内閣府平成 25年 8月） 
（18）その他関係法令及び、ガイドライン等 

４ 品質管理及び個人情報保護 
本業務において必要とする資料等は、十分な品質管理・精度監理を行なうこと。 
なお、個人情報に該当する資料及び成果データ等の取り扱いについては、個人情報保護の
法令を遵守するために次の条件を満たすものとし、入札審査時に提出するものとする。 
また、品質・精度の確保が不十分と甲が判断した場合は、落札後であっても契約を解除す
ることができるものとする。 
（１）ＩＳＭＳ情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001・ISO27017 含む）及び
プライバシーマークの資格を取得していることとする。 

（２）ＩＳＯ９００１（品質評価システム）の資格を有することとする。上記（１）を含め
た資格については、全ての作業拠点で取得しているものとする。 

（３）秘匿性の高いデータの受け渡しが発生する場合は、総合行政ネットワーク（LGWAN
回線）を利用するなどの工夫を行い、情報の漏えいに充分配慮を行うものとする。
LGWAN 回線を活用する場合、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）において
LGWANサービスの提供者として登録を実施し、対応を行うものとする。 

５ 業務概要 
本業務の概要は、以下のとおりである。ただし、初年度において乙は全体の工程の 4割以
上を完了させることとする。 
（１）業務内容：岡山市洪水・土砂災害ハザードマップ更新業務 

計画準備：1式 
資料収集整理：1式 
災害情報の整理：1式 
避難情報の整理：1式 
記載事項等の整理：１式 
岡山市ハザードマップ原案作成：１式 
住民等への説明用資料作成：１式
電子データとりまとめ：１式 
報告書作成：1式 
打合せ協議：５回 



（２）業務範囲：岡山市全域 
（３）工  期：契約締結から令和２年１２月２８日まで 

６ 疑 義 
本仕様書及び成果品の作成要領に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、甲と乙との
協議のうえ、甲の指示に従い、業務を遂行するものとする。 
甲において必要と認めたときは、作業の変更、又は中止をすることがある。この場合の変
更について、委託契約書に明記されていない場合は、甲と乙との協議により定めるものとす
る。 

７ 業務実施計画 
乙は、本業務を実施するにあたり以下の書類を作成し、甲の承諾を得なければならない。 
（１）業務計画書（２）委託業務着手届（３）工程表（４）業務責任者届 

８ 管理技術者等 
乙において選任する管理技術者は、政令指定都市または中核市において、洪水または土砂
災害の防災ハザードマップ作成業務（水害ハザードマップ作成の手引き(平成 28 年 4月)に
基づく）の実務実績を有するものであり、業務全体に対して最新の国交省等技術情報や他自
治体の事例などを理解し、総合的な技術管理を実施できる技術者を配置し、以下の資格のい
ずれかを有する者とする。 
(1)技術士（建設部門：河川、砂防及び海岸海洋)かつ空間情報総括監理技術者 
(2)RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋)かつ空間情報総括監理技術者 

 また、照査技術者については、成果品の内容について技術上の照査を行うこととし、照査
するための必要な能力として、ハザードマップ作成の実績を有し、空間情報総括監理技術者
の資格を有する者とする。 
乙は、業務実績及び技術者資格を証明できる契約書等（写し）や資格証の写しをそれぞれ、
入札審査時に提出するものとする。 

９ 関係官公署との折衝 
本業務遂行のために関係官公署との折衝が必要な場合で、甲との協議を要するものにつ
いては指示を受けて折衝するものとする。 

10 損害の賠償 
本業務遂行中に乙が甲並びに第三者に損害を与えた場合は、直ちに甲にその状況及び内
容を連絡し、甲の指示に従うものとする。損害賠償などの責任は乙が負うものとする。 



11 貸与資料 
本業務を実施するうえで必要な資料は、甲より認められた管理技術者が貸与を受けるも
のとする。貸与資料については、その重要性を認識し、取扱い及び保管を慎重に行い、作業
終了後、速やかに甲へ返還する。 

12 作業経過の報告 
本業務の実施期間中において、乙は甲と緊密な連絡を保ち作業を遂行しなければならな
い。打合せ事項について乙は、その都度別に定める「作業経過の報告」を提出するものとす
る。 

13 成果品の検査・納品 
本業務の成果品については、管理技術者立会いのうえ甲の検査を受けるものとする。成果
品は、甲の検査完了後、納品するものとする。 

14 成果品の瑕疵 
納品の後、成果品に「瑕疵」が発見された場合は、甲の指示に従い必要な処理を乙の負担
において行うものとする。 

15 成果品の帰属 
本業務における成果品は、すべて甲に帰属するものとし、乙は甲の許可なく使用、流用し
てはならない。乙は、成果物（業務上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当するとし
ないにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用または複製し、当該成果物の
内容を公表することができる。 

16 守秘義務 
乙は、本業務の遂行上知り得た内容について、第三者に漏洩してはならない。 

17 その他事項 
本業務中事故があったときは、所要の処置を講ずると共に事故発生の原因及び経過、事故
による被害の内容等について速やかに甲に報告することとする。 

（本業務） 
18 計画準備 
 本業務に関する契約図書、指示事項及び貸与資料を十分把握した上、業務実施にあたって 
の技術的方針及び作業スケジュールを検討し、業務計画書を立案・作成するものとする。 



19 資料収集整理 
乙は、業務を遂行する上で必要となる資料を収集・整理するものとする。収集の際は、リ
ストを作成するものとする。業務実施中でも不可欠な資料があれば監督員と協議の上、収集
を行うものとする。 
（1）岡山市地形図（白地図DM ﾚﾍﾞﾙ 10,000、GIS データ等） 
（2）地区界、学校区界に関する資料 
（3）浸水想定区域図並びに作成報告書（国土交通省、岡山県所有データ） 
（4）家屋倒壊等氾濫想定区域図（氾濫流、河岸浸食）（国土交通省、岡山県所有データ） 
（5）浸水実績図又は浸水実績に関する資料（広報、被災写真等） 
（6）土砂災害に関する資料 
（7）避難所及び公共施設や防災関連施設に関する資料 
（8）災害時要配慮者利用施設情報（位置、名称） 
（9）アンダーパス、地下道に関する資料（位置） 
（10）岡山県地域防災計画 
（11）岡山市地域防災計画 
（12）岡山県水防計画 
（13）岡山市国土強靱化地域計画 
（14）岡山市備蓄計画 
（15）緊急輸送道路データ（shape 形式） 
（16）岡山市防災関連マップ 
（17）防災訓練に関する資料 
（18）住民意見収集資料（岡山市地域避難計画基盤図：各学区単位）
（19）オルソ画像データ（数値地形モデルデータ） 
（20）その他ハザードマップに記載すべき危険箇所の情報 

 20 災害情報の整理 
乙は、対象河川の浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域図、内水氾濫による浸水実績
域及び岡山県が公開する土砂災害警戒区域等、各種災害情報について、岡山市ハザードマッ
プに表示する浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等を、GIS データ（shape 形式）として整
理するものとする。 
なお、浸水想定区域については、平成 27 年の水防法改正により、浸水想定区域の指定の
前提となる降雨を、従来の計画規模の降雨から想定し得る最大規模の降雨（計画規模を上回
るもの）に変更したものを表示する予定とする。 
また、マップ分割予定地区毎に現地調査を実施したうえで、地区毎の災害特性を整理し、
岡山市ハザードマップの基礎資料として作成するものとする。 



21 避難情報の整理 
乙は、災害時に適切な避難を実施するための基礎資料として、浸水が予測される区域につ
いて、以下に示す避難情報を整理するものとする。 
避難情報を整理するにあたっては最新の岡山市地域防災計画及び甲にて随時更新される
避難情報一覧をもとにGIS データ（shape 形式）及び Excel データとして整理するものとす
る。整理した情報については、地図を活用したビジュアル的にわかりやすい表現により、基
礎資料として整理するものとする。 
なお、岡山市の現状の避難施設情報は、甲より提供する岡山市地図情報システムのGISデ
ータ（shape 形式）を乙にて抽出し、甲と確認を行い、最新の避難所の情報資料として利活
用するものとする。 
また、甲と協議し、各地域における防災の課題を把握し、岡山市ハザードマップ作成の基
礎資料として整理するものとする。 
(1)避難所の整理 
洪水による被害の特性、施設の安全性等を踏まえ、水害時に利用可能な避難所の選定を行
う。 
(2)避難時の危険箇所の整理 
浸水エリア、浸水実績、土砂災害の位置、アンダーパス等、収集整理した資料を基に、危
険箇所を整理する。 
(3)要配慮者利用施設の状況把握 
災害発生時、身体障害者、高齢者等は自力で避難が困難と考えるため、浸水想定区域なら
びに土砂災害の影響を受ける可能性があるエリアにある施設の状況等を把握する。 

22 記載事項の整理 
過年度に作成された岡山市ハザードマップ作成内容を把握した上で、岡山市ハザードマ
ップ更新に向けた現状の課題分析を行うため、乙は、既存の岡山市ハザードマップを担当し
た技術者と協議を実施し、過去の作成内容の詳細を把握したうえで、業務実施を行うものと
する。なお、それにかかる日当・交通費及びデータ変換費などの諸費については、乙が負担
するものとする。 
また、本業務にて作成する岡山市ハザードマップは、災害時に住民が円滑かつ迅速な避難
が行える情報の提供を図るものとするため、必要と考えられる記載事項について、「水害ハ
ザードマップ作成の手引き(平成 28 年 4月)国土交通省水管理・国土保全局」の内容及び最
新の手引き等を遵守するものとする。ただし、これらの手引きの内容に変更があった場合に
は、変更内容を遵守するものとする。 
情報・学習編においては、今後、小・中学校等で行われる防災学習等で活用されることも
考慮するとともに、水害時の避難行動(立退き避難が基本、外出困難な場合は屋内安全確保
等)について、わかりやすく記載するものとする。 



そのため、以下の事項については、甲における岡山市ハザードマップ作成に関する有効な
作成方針を提案し、岡山市ハザードマップの品質向上を図るものとする。 
・岡山市が開設する避難場所に関する表示手法 
・災害種別ごとの避難場所に関する表示手法 
・垂直避難に関する表示手法 
・非常持出品に関する表示手法 
・避難情報の入手方法に関する表示手法 
・警戒レベルと避難行動に関する表示手法 
・家庭内ルールを記載するメモ欄に関する表示手法 
・岡山市ハザードマップ作成に関するレイアウト構成 
・岡山市ハザードマップに記載する浸水深等の色調 
・背景図、記載内容に関する情報の表示手法(凡例、色調) 
・最新事例に基づく情報面の紙面構成 
・要配慮者利用施設に関する表示手法 
・過去の浸水実績に関する表示手法 
・その他岡山市が指示するもの  

23 学識経験者による助言 
乙は、乙の負担にて国の防災に関する会議委員、岡山県防災会議委員又は平成 30年 7月
豪雨災害検証委員などに参画した経験を持つ学識経験者に最新の国の動向や知見について、
本業務で作成する岡山市ハザードマップに対して助言を得るものとし、その意見を踏まえ、
甲と調整を行うものとする。 

24 岡山市ハザードマップ原案作成 
前項までの情報整理結果及び学識経験者からの意見に基づき、記載事項や表現方法の最
終内容を確定し、岡山市ハザードマップ原案データを作成するものとする。 
岡山市ハザードマップ作成にあたっては、防災情報の伝達・啓発・実践を目的として、住
民の「防災力」向上に寄与するものとして、作成・配布されるものであり、少しでも興味を
持って有効利用されるために、「わかりやすさ」「美しさ」「役立つ」をコンセプトに、マッ
プの価値向上を目指して作成するものとする。 
また、岡山市ハザードマップに記載する避難所の表示は、JIS にて規格化された防災に関
するピクトグラム(図記号)を用いるものとする。 
マップ原案は、縮尺:1/10,000～20,000 程度を想定し、A1版、原案:20 枚、両面印刷とし、
データ形式は、イラストレータ(Ai 形式)にて作成するものとする。 



図郭一覧（案） 
区名 No 地区名 洪水 土砂

北区

1 福渡 ○ ○

2 建部 ○ ○

3 竹枝・五城 ○ ○

4 御津 ○ ○

5 御津南 ○ ○

6 福谷・大井・足守 ○ ○

7 高田・馬屋上・馬屋下・桃丘 ○ ○

8 野谷・牧石 ○ ○

9 庄内・加茂・鯉山・中山・陵南・吉備 ○ ○

10 
横井・御野・平津・津島・伊島・大野・三門・石井・

岡山中央・御南・西・大元・鹿田・清輝・岡南
○ ○

中区 11 中区 ○ ○

東区

12 瀬戸 ○ ○

13 上道 ○ ○

14 西大寺（旧上道郡） ○ ○

15 西大寺（旧邑久郡） ○ ○

南区

16 藤田（R30以東）・芳田・旧岡山市 ○ －

17 藤田（R30以西）・興除・妹尾・福田 ○ －

18 灘崎 ○ ○

19 児島（甲浦・小串） － ○

岡山市

全域
20 

※縮尺については、図郭が A1片面に収まるように作
成すること。

○ ○

25 住民等への説明用資料作成
乙は、甲が住民等への説明を行う際に必要となる説明資料の作成を行うものとする。
想定される説明内容例は、以下を考えている。 
・岡山市ハザードマップ作成の背景について 
・既存岡山市ハザードマップとの違いについて 
(浸水範囲、家屋倒壊危険区域、土砂災害区域等) 
・水害や土砂災害の発生事例の紹介及び災害対策について 
・岡山市ハザードマップ(原案)の説明 



26 電子データとりまとめ(既存システム調整) 
本業務で作成した電子データは、岡山市が運用している岡山市地図情報システムの庁内
サイト（LGWAN-ASP）・住民公開のための庁外サイトへも利活用可能なデータ形式として
作成し、システムにインストールし搭載するものとする。 
また、データ構造の可否については、システム保守会社と調整し、システム等について不
具合が生じる場合、及びシステムに障害が発生したと思われる場合は、乙にて、その原因を
究明するとともに、正常な動作ができるよう乙の負担にてシステムを復旧させるものとす
る。 
なお、既存データなどを消去させた場合は、乙の負担により復旧対応させるものとする。 

27 報告書作成 
 本業務で収集した資料や作成した岡山市ハザードマップの作成経緯等について、わかり
やすく、かつ出典根拠を明確に記載した報告書としてとりまとめるものとする。 
また、各種関連電子データを作成するものとするが、ホームページ公開用データ（PDF）
については、パソコンやスマートフォン、タブレットで拡大表示した際にも文字が潰れず鮮
明に閲覧でき、かつ、円滑なダウンロード表示が可能なデータ容量によって作成するものと
する。 

（その他） 
28 打合せ協議 
本業務を適正かつ円滑に実施する為、甲と常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等
の疑義を正すものとする。 
打合せ協議は、業務着手時、中間時（3 回）、成果納品時の計 5 回を行うものとし、管理
技術は全ての協議に出席するものとする。 

29 岡山市ハザードマップチェック用印刷 
庁内関係者でのハザードマップ原案最終チェックを実施するため、庁内関係者への配布
用岡山市ハザードマップを印刷（A1サイズ、片面ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷、地図面 19部、情報面：1
部）の上、発注者を通じて庁内関係者へ配布するものとする。 
なお、庁内関係者より聴収した最終チェック結果を基にした岡山市ハザードマップへ反
映内容については、担当者との協議により決定するものとする。 

30 完了検査・支払い 
乙は、年度ごとの業務を完了したときは甲の定める完了通知書及びその他業務の進捗状
況を確認することできる書類を提出して甲の検査を受けるものとする。 
乙は、検査に合格したときは、委託料の支払いを甲に請求することができる。ただし、初



年度における支払額は、委託料額の 4割とし、1円未満の端数が生じた場合は、初年度の支
払額に加えるものとする。 

31 成果納品について 
成果品の納入場所は､乙は甲の指示に従って納入するものとする｡ 
また、成果品納品期日について、それぞれのパブリックコメント・議会・協議会及び会議
等の日程に沿って納品するものとする。完成品については、工期内に納品するものとする。
各提出様式については、甲と乙との協議の上、定めるものとする。 

32 保管書の作成 
乙は、バックアップデータ等について甲と協議を行い、保管書を提出し、破損のないよう
無償で保管するものとする。 

（成果品） 
33 成果品 
本業務の成果品は、以下のとおりとする。 
なお、光学系媒体によるデータ納品については、全てウイルス対策ソフトにて検収後、納
品を行うものとする。 
（１）業務報告書（A4版ﾁｭｰﾌﾞﾌｧｲﾙ）：２部 
（２）岡山市ハザードマップサンプル印刷（ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷）：各２部 
（３）岡山市ハザードマップ原稿データ（PDF、Ai 形式）：1式 
（４）住民等への説明用資料：１式
（５）打合せ記録簿：1式 
（６）電子データ：1式（DVD-R等） 
データ様式：ワードデータ形式(Microsoft Word) 
           エクセルデータ形式(Microsoft Excel) 
       GIS データ形式（ESRI-shape 形式） 

（GIS データは、システム保守会社の確認がとれたもの） 
       Ai 形式 

PDF形式(Adobe Acrobat) 
（７）岡山市地図情報システム庁内（LGWAN）及び住民公開庁外サイト設定：1式 
（８）岡山市ハザードマップチェック用印刷（ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷）：２０部 
（９）その他必要とするもの：1式 


